
和歌山県監査公表第3号

平成27年8月19日付け監査報告第8号の監査結果に基づき、知事等から措置を講

じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の

規定により、次のとおり公表する。

平成28年1月8日

和歌山県監査委員 保 田 栄 一

和歌山県監査委員 足 立 聖 子

和歌山県監査委員 立 谷 誠 一

和歌山県監査委員 泉 正 徳

１ 海草振興局地域振興部

監査実施年月日 平成27年7月28日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

公用車の修繕において、検査又は履 和歌山県財務規則（昭和63年和歌山

行確認の記載が行われていなかったの 県規則第28号）の規定に基づき、履行

で、適正に処理されたい。 確認の記載を行うよう周知徹底してい

る。

２ 海草振興局健康福祉部

監査実施年月日 平成27年7月28日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 母子父子寡婦福祉資金貸付金償 (1) 新たな滞納者を出さないこと

還金の未収金については、平成26 が重要であるとの観点から、貸付

年度末で約262万円となってお 申請時に、借主はもとより､連帯

り、前年度末に比し約26万円減少 借主や連帯保証人にも、貸付の趣

している。 旨の徹底を図っている。

今後も、収入未済額の縮減に努 また、過年度分の未収金につい

められたい。 ては、電話及び文書による償還指

導を継続的に行い、それでも応じ

ない場合は、訪問や面接を行い、

本人の実情等を確認しながら、粘

り強い償還指導を行っている。

(2) 早朝出発夜間帰着の条件を満た (2) 全所属職員に周知し、以後、該

す旅行命令において、早朝出発夜 当する場合は早朝出発夜間帰着欄

間帰着欄への記入がなされていな への記入を行うよう指導してい



かったので、適正に処理された る。

い。

(3) 平成26年4月分の生活保護費に (3) 生活保護費の4月分決定時期に

ついて、不適切な時期に交付の決 誤りがあったため、今後は年度当

定をしていたので、適正に処理さ 初における処理を適切に行うよう

れたい。 徹底する。

(4) 和歌山保健医療圏地域・職域連 (4) 全所属職員に改めて簡易公開調

携推進協議会事業のポスター・チ 達の適用範囲を周知し、適正に手

ラシの作成において、物品の集中 続を行うよう指導している。

調達によらず簡易公開入札により

調達していたので、適正に処理さ

れたい。

(5) 物品調達台帳において、決裁が (5) 物品調達台帳について、漏れ

されていなかったので、適正に処 なく決裁を行うよう徹底してい

理されたい。 る。

(6) 障害者福祉地域啓発事業の委 (6) 全所属職員に支出負担行為合

託契約に係る支出負担行為の決裁 議区分を周知徹底し、適正に合議

において、出納機関の合議を行っ を行うよう努めている。

ていなかったので、適正に処理さ

れたい。

３ 海草振興局建設部

監査実施年月日 平成27年7月28日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 海南工事事務所において、平成 (1) 当該事案発覚後直ちに公印の

24年4月に決裁を受けずに物件移 管理体制の見直しと押印審査の

転補償契約書に公印を押印し相手 厳格化を実施すると同時に、こ

方に交付するという不適正な処理 のようなことが二度と発生しな

が発生していた。 いよう、職場研修等あらゆる機

今後このようなことがないよ 会を通じて事務処理の適正化と

う、厳正な事務の執行とともに、 県職員としての倫理観の保持に

適正な公印の管理及び押印審査に 努めている。

努められたい。

(2) 土木使用料等の収入未済額は、 (2) 未納者への調査及び督促によ



平成26年度末で約50万円となって り、未収金の削減に取り組んで

おり、前年度末に比し約15万円増 いる。

加している。 引き続き未納者の現状把握と

今後も、未納者の現状を把握 債権管理に努めている。

し、適正な債権管理に努められた

い。

(3) 道路占用料、河川占用料、河川 (3) 収入調定の処理について、職員

小型船舶係留施設使用料及び都市 に周知徹底を図り、適正な事務

公園施設利用等の使用料の収入調 処理に努めている。

定について、和歌山県税外収入徴

収規則（昭和33年和歌山県規則第

34号）第9条に定められた納期限

又は和歌山県財務規則第18条に定

められた調定の時期に係る規定に

基づく処理が行われていなかっ

た。

また、河川占用料及び都市公園

施設利用等の使用料については、

決裁済の収入調定の一部削除を行

っていたので、併せて適正に処理

されたい。

(4) 郵便切手類使用簿において、複 (4) 和歌山県物品管理等事務規程を

数人による四半期ごとの現物確認 遵守し、複数職員による検印を

がなされていなかったので、和歌 実施するなど、適正な事務処理

山県物品管理等事務規程（昭和39 に努めている。

年和歌山県訓令第20号）に基づ

き、適正に処理されたい。

また、受払ごとの担当者の検印

が押印されておらず、さらに郵便

はがき（52円）の枚数残高の記載

に誤りがあったので、併せて適正

に処理されたい。

(5) 集中調達物品の調達に係る消耗 (5) 消耗品費（自動車オイル）の購

品の納品について、納品書に受付 入に際しては、平成21年1月5日



印及び担当者の個人印の押印がな 付け出第306号会計管理者及び財

されていないものがあったので、 第235号総務部長通知に従い、納

平成21年1月5日付け出第306号会 品書に受付印を押印するととも

計管理者及び財第235号総務部長 に受付印の中に担当者の個人印

通知に従い、適正に処理された を押印するなど、適正な処理に

い。 努めている。

(6) 損害賠償金及び修繕料の支払を (6) 交通事故防止の徹底と安全運

伴う公用車による交通事故が複数 転の励行については、和歌山西

件発生していたので、今後は事故 警察署から講師を招き、安全運

防止に留意し、車両の適正な管理 転の心構え等についての講習会

に努められたい。 を年1回行うとともに、海草建設

部で新たに運転マナー7則を作成

し周知するなど、再度、職員に

注意喚起を行った。

(7) 変更又は取消しを行った支出負 (7) 職員に帳票の保管について周

担行為について、変更又は取消し 知を行い、適正な事務処理に努

の決裁を受けた帳票を保管してい めている。

なかったので、適正に処理された

い。

(8) 随意契約で請書を徴した修繕業 (8) 和歌山県財務規則を周知徹底

務において、出納機関への合議が し、適正な事務処理に努めて

なされていなかったので、適正に いる。

処理されたい。

(9) 消耗品費について、二重支払を (9) チェック体制を強化し、適正

行い戻入した事例があったので、 な事務処理に努めている。

適正に処理されたい。

(10) 工事請負費の支出において、平 (10) チェック体制を強化し、適正

成25年度末における請負代金相当 な事務処理に努めている。

額が同年度までの出来高予定額に

達するまでは平成26年度の前払金

を請求することができないという

契約条項に反して、前払金を支払

った事例があったので、適正に処

理されたい。



(11) 旅行命令簿において、次の不適 (11) 旅行命令の記載誤りについて

切な事例があった。 は、旅行命令簿の記入方法等を

また、旅行命令がなされないま 職員に周知徹底するなど、適正

ま出張した事例があったので、併 な事務処理に努めている。

せて適正に処理されたい。

ア 旅行日数が1日を超える旅行

の命令簿への記載の仕方を誤っ

ていた。

イ 早朝出発夜間帰着の条件を満

たす旅行命令において、早朝出

発夜間帰着欄への記入がなされ

ていなかった。

検討事項 検討事項

平成26年度末で、廃道敷地について 現在、廃道敷地の1件については処

は2件、廃川敷地については1件が未処 分に向けて事務処理を進めていると

理となっているので、適正な管理とと ころであり、残り2件についても適正

もに処分に努められたい。 な管理とともに処分に努めている。

４ 和歌山県環境衛生研究センター

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 正規の勤務時間外に公用車を運 (1) 正規の勤務時間外に公用車を運

転した職員の超過勤務について 転した職員の超過勤務について

は、平成23年3月25日付け人第495 は、人事課長通知に従い、適正

号人事課長通知に従い、適正に処 に処理をするよう、所属職員に

理されたい。 周知徹底した。

(2) 物品調達台帳において、決裁印 (2) 物品調達台帳の決裁印の押印

の押印漏れがあったので、適正に 漏れがないかについて再確認を

処理されたい。 複数の担当者において行うよう

周知徹底した。

５ 和歌山県男女共同参画センター

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項



旅費について、旅行命令簿の通勤自 認定されている通勤距離に変更が

家用車等認定距離及び調整額欄の記載 生じ、改定された場合における旅行

誤りにより過払いを行い戻入した事例 命令簿の通勤自家用車等認定距離及

があった。 び調整額欄の記載について誤りのな

また、直行命令している旅行命令簿 いよう職員に周知徹底した。

において、直行せず出勤しているにも また、直行命令している旅行命令

かかわらず旅行命令の変更がなされ 簿において、直行せず出勤している

ず、旅費もそのまま不支給となってい 案件については、旅行命令の変更及

たので、併せて適正に処理されたい。 び追給を行うとともに、旅行命令簿

の記載方法について職員に周知徹底

した。

６ 和歌山県動物愛護センター

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 現金出納において、寄附金10万 (1) 事案発生後は、現金は必ず金庫

円が収納手続前に亡失するという で保管することを徹底し、金庫

事案が発生していたので、今後こ の開閉は、出納員である業務課

のようなことがないよう、公金等 長又は所長が行うこととすると

を適正に管理されたい。 ともに金庫内確認台帳により始

・終業時に必ず庫内の確認及び

記録を行い、適正管理に努めて

いる。

さらに、金庫の鍵は鍵のかか

る引き出しでの保管管理を徹底

し、金庫のダイヤル番号も所長

及び業務課長のみが知り得る状

態にしており、鍵とダイヤルの

併用を必ず行うよう徹底してい

る。

(2) 平成26年12月5日付け総集第668 (2) 同時期に先の寄附金の亡失事

号総務事務集中課長通知による 案が発生し、その対応もあり、

「物品管理簿に記載されている備 平成26年度内に照合作業に取り

品の現在高と現物との照合」を行 かかることができなかったが、



っていなかったので、適正に処理 現在、順次確認作業を進めてい

されたい。 るところである。

７ 和歌山県立図書館

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

備品購入費において、支出負担行為 支出負担行為及び支出命令の事務に

及び支出命令の事務処理を滞らせ、支 ついて、今後このようなことがないよ

払を長期にわたり遅らせていた。 う、チェック体制の強化等を図るとと

今後このようなことがないよう、適 もに、適正な事務処理について、所

正に処理されたい。 属職員に周知徹底した。

８ 和歌山県立近代美術館

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

平成26年度和歌山県立近代美術館・ 関係機関及び契約業者を交えて協

和歌山県立博物館・和歌山県立きのく 議を行った結果、現契約満了の翌年

に志学館樹木等管理業務において、地 度から、単年度事業として実施する

方自治法施行令（昭和22年政令第16 こととした。

号）第167条の17に規定する契約では また、今後このようなことのない

ないにもかかわらず、長期継続契約を よう、適正な事務処理について、所

締結していたので、適正に処理された 属職員に周知徹底した。

い。

９ 和歌山県立博物館

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 旅行命令簿において、東京都特 (1) 旅行命令簿について、復命を適

別区への出張について復命をして 正に行う等の適正な事務処理に

いない事例があったので、適正に ついて、所属職員に周知徹底し

処理されたい。 た。

(2) 集中調達物品以外の物品の調達 (2) 集中調達物品以外の物品の調達

に係る消耗品の納品について、納 に係る消耗品の納品について、

品書に受付印及び担当者の個人印 今後、適正に処理を行うよう周



の押印がなされていないものがあ 知徹底した。

ったので、平成21年1月5日付け出

第306号会計管理者及び財第235号

総務部長通知に従い、適正に処理

されたい。

10 和歌山県立紀伊風土記の丘

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

早朝出発夜間帰着の条件を満たす旅 早朝出発夜間帰着の条件を満たす

行命令において、早朝出発夜間帰着欄 旅行命令について、旅費の不足分の

への記入がなされていなかったので、 追給処理を行うとともに、今後この

適正に処理されたい。 ようなことのないよう、所属職員に

対して旅行命令簿の記載事項等につ

いて指導を行い、適正に処理を行う

よう周知徹底した。

11 和歌山県立自然博物館

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 集中調達物品以外の物品の調 (1) 集中調達物品以外の物品の調達

達に係る消耗品の納品について、 に係る消耗品の納品について、

物品調達伺書を起案した職員が1 平成21年1月5日付け出第306号会

人で納品検査を行っていた。 計管理者及び財第235号総務部長

また、納品書に受付印及び担当 通知に従い、適正に処理を行う

者の個人印の押印がなされていな よう所属職員に周知徹底した。

いものがあったので、平成21年1

月5日付け出第306号会計管理者及

び財第235号総務部長通知に従

い、併せて適正に処理されたい。

(2) 委託業務終了後、委託先が委 (2) 未処理となっていた物品の受入

託業務により取得した物品を県に 処理については、和歌山県物品

帰属させているが、和歌山県物品 管理等事務規程に基づき、速や

管理等事務規程に基づき、適正に かに受入処理を行った。



処理されたい。

(3) 郵便切手類使用簿において、 (3) 郵便切手類使用簿について、和

複数人による四半期ごとの現物確 歌山県物品管理等事務規程に基

認がなされていなかったので、和 づき、複数人による確認を実施す

歌山県物品管理等事務規程に基づ るよう所属職員に周知徹底し

き、適正に処理されたい。 た。

(4) 損害賠償金の支払を伴う公用 (4) 損害賠償金の支払を伴う公用

車による交通事故が発生していた 車による交通事故が発生していた

ので、今後は事故防止に留意し、 件については、職員の交通安全に

車両の適正な管理に努められた 対する意識の向上を図るため、朝

い。 礼等機会があるごとに交通事故防

止に努めるよう注意喚起し、安全

運転に努めている。

12 和歌山県立桐蔭高等学校・中学校

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 旅費計算書において、計算誤り (1) 計算誤りにより不足していた旅

により旅費額が不足していた事例 費額については、速やかに追給

があったので、適正に処理された 処理を行った。

い。 また、今後このようなことの

ないよう、適正な事務処理につ

いて、所属職員に周知徹底し

た。

(2) 収入調定において、算定誤り (2) 収入調定の算定誤りについて

による戻出の事例があったので、 は、今後このようなことのない

適正に処理されたい。 よう、適正な事務処理につい

て、所属職員に周知徹底した。

(3) 証明書交付願において、規定 (3) 証明書交付に伴う手数料につい

どおりの手数料を徴収せず、追加 ては、今後追加徴収等が生じな

徴収を行っていたので、適正に処 いよう、適正な事務処理につい

理されたい。 て、所属職員に周知徹底した。

13 和歌山県立和歌山北高等学校

監査実施年月日 平成27年7月29日



監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 超過勤務･休日勤務命令簿兼振 (1) 超過勤務･休日勤務命令簿兼振

替等整理簿において、週38時間45 替等整理簿において、週38時間45

分超分を支給していない事例があ 分超分を支給していない事例に

ったので、適正に処理されたい。 ついては、速やかに追給処理を

行った。また、今後このような

ことのないよう、適正な事務処

理について、所属職員に周知徹

底した。

(2) 報償費及び特別旅費について、 (2) 報償費及び特別旅費を誤って

支出の根拠となる事実が発生して 支払及び戻入した事例について

いないにもかかわらず支払を行い は、今後このようなことのない

戻入した事例があったので、今後 よう、適正な事務処理につい

このようなことがないよう、適正 て、所属職員に周知徹底した。

に処理されたい。

(3) 旅行命令をすべきところ外出承 (3) 旅行命令をすべきところ外出承

認でしていたので、適正に処理さ 認でしていた事例については、

れたい。 今後このようなことのないよ

う、適正な事務処理について、

所属職員に周知徹底した。

14 和歌山県立和歌山東高等学校

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 物品管理について、現物確認 (1) 指摘のあった物品については、

できない備品があったので、適正 耐用年数を超え修理不能で廃棄さ

に処理されたい。 れたものであるため、廃棄手続を

行うとともに、所属内の物品の適

正な管理について周知徹底した。

(2) 寄附を受けた視力検査器につ (2) 指摘のあった物品について

いて、寄附採納等の手続をしてい は、速やかに寄附採納等の手続

なかったので、適正に処理された を行うとともに、今後このよう

い。 なことのないよう、適正な事務



処理について、所属職員に周知

徹底した。

15 和歌山県立和歌山工業高等学校

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

旅行命令をすべきところ外出承認で 路程の確認の徹底等の旅費事務の適

していたので、適正に処理されたい。 正処理について、所属職員に周知徹底

した。

16 和歌山県立和歌山商業高等学校

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 郵便切手類使用簿において、四 (1) 郵便切手類使用簿について、和

半期ごとの残高価額の合計が記入 歌山県物品管理等事務規程に基づ

されていなかったので、適正に処 き、適正に処理を行うとともに、

理されたい。 四半期ごとの残高価額の合計の記

入を行うよう所属職員に周知徹底

した。

(2) 証紙受払日計表に決裁がされて (2) 証紙受払日計表に決裁がされ

いない事例があったので、適正に ていない事例については、適正

処理されたい。 に事務処理を行うとともに、今

後このようなことのないよう、

適正な事務処理について、所属

職員に周知徹底した。

17 和歌山県立海南高等学校

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 旅行命令簿の復命欄において、 (1) 旅行命令簿の復命欄の命令権者

命令権者確認印の押印漏れがあっ 確認印の押印漏れについては、

たので、適正に処理されたい。 確認印の漏れがないよう、適正

な事務処理について、所属職員

に周知徹底した。



(2) 旅行命令をすべきところ外出承 (2) 旅行命令及び外出承認の事務

認でしていたので、適正に処理さ 処理について、適正に処理を行

れたい。 うよう、所属職員に周知徹底し

た。

18 和歌山県立きのくに青雲高等学校

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 旧和歌山県立青陵高等学校分 (1) 旧和歌山県立青陵高等学校分

ア 早朝出発夜間帰着の条件を満 ア 旅行命令の早朝出発夜間帰着

たす旅行命令において、早朝出 欄への記入が漏れていた事例に

発夜間帰着欄への記入がなされ ついては、支給額の不足分の追

ていなかったので、適正に処理 給処理を行うとともに、今後

されたい。 このようなことのないよう、

適正な事務処理について、所

属職員に周知徹底した。

イ 集中調達物品の調達に係る消 イ 消耗品の納品書に担当者印の

耗品の納品について、納品書に 押印が漏れていた事例について

担当者の個人印の押印がなされ は、平成21年1月5日付け出第30

ていないものがあったので、平 6号会計管理者及び財第235号総

成21年1月5日付け出第306号会 務部長通知に従い、適正に処理

計管理者及び財第235号総務部 を行った。

長通知に従い、適正に処理され

たい。

ウ 修繕料の支出において、履行 ウ 今後、適正に支出事務を執行

確認がなされていなかったの する。

で、適正に処理されたい。

(2) 旧和歌山県立陵雲高等学校分 (2) 旧和歌山県立陵雲高等学校分

旅行命令簿の用務地の表記を誤 旅行命令の用務地表記の誤りに

り旅費を支給していたので、適正 ついては、支給額の不足分の追給

に処理されたい。 処理を行うとともに、今後この

ようなことのないよう、適正な

事務処理について、所属職員に

周知徹底した。



19 和歌山県立和歌山盲学校

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 医師講師を非常勤職員と誤り、 (1) 誤払いされた報償費について

年次有給休暇を与え報償費が誤払 は、返納手続を行うとともに、

いされていたので、今後このよう 今後このようなことのないよ

なことがないよう、適正に処理さ う、適正な事務処理について、

れたい。 所属職員に周知徹底した。

(2) 旅行命令簿において、用務地 (2) 旅行命令簿の地点名称を誤って

の地点名称を誤り旅費が支給され いた事例については、旅費の過

ていたので、適正に処理された 払分の戻入処理を行うとともに

い。 今後このようなことのないよ

う、適正な事務処理について、

所属職員に周知徹底した。

20 和歌山県立紀北支援学校

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

物品管理について、現物確認できな 指摘のあった物品については、耐用

い備品があったので、適正に処理され 年数を超え修理不能で廃棄されたもの

たい。 であるため、廃棄手続を行うととも

に、所属内の物品の適正な管理につい

て、周知徹底した。

21 和歌山県立紀伊コスモス支援学校

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

負担金について、二重払を行い戻入 負担金の二重払を行い戻入していた

していた事例があったので、適正に処 事例については、今後このようなこ

理されたい。 とのないよう、適正な事務処理につ

いて、所属職員に周知徹底した。

22 和歌山県和歌山西警察署

監査実施年月日 平成27年7月29日



監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

消耗品の購入決裁において、決裁権 確実な決裁及び決裁後のチェック機

者の決裁印の押印漏れの事例があった 能を強化するとともに財務規則等を遵

ので、適正に処理されたい。 守し、適正な会計事務処理に努める。

23 和歌山県和歌山北警察署

監査実施年月日 平成27年7月29日

監 査 の 結 果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 常時の資金前渡における前渡資 (1) 前渡資金受払計算書に添付する

金受払計算書で、出納機関の決裁 証拠書類の精査及びチェック機能

を受けていない事例があったの を強化し、事務処理に万全を期す

で、適正に処理されたい。 る。

(2) 修繕料について、二重払を行 (2) 請求書の請求内容の精査及びチ

い戻入していた事例があったの ェック機能の強化を図り、支払業

で、適正に処理されたい。 務の適正を期する。


